国際センター Q&A
中央大学に在籍する外国人留学生について
中央大学には34カ国860名の留学生（2019年10月1日付）が在籍して
おり、
学内で様々な国際交流の機会が提供されています。

Q 国際センターが実施している説明会や外国語講座の情報が知りた
いです。
A 国際センターではメール配信サービスを行っています。下記フォーム
から登録していただくと各種イベントや国際交流に関する情報を受

け取ることができます。

https://forms.gle/m6izgkC4bRFyq6ko6

Q 国際センターで留学相談はできますか？
ゆっくり時間
A できます。簡単な質問であればその場でお応えします。
をかけて相談したい場合には、下記オンラインフォームから申し込み
いただき別途相談の日時を設定することになります。
なお、留学相談
は、
オンラインで実施することもできます。
申込から相談までの流れ、
ルール・留意点をよく読んでお申込みください。

https://www.chuo-u.ac.jp/international/outbound/counseling/

Gスクエアについて
G スクエアは中央大学多摩キャ
ンパスにおける国際交流の拠点
です。留学・語学学習・異文化
交流の情報を発信し日本人学生
と留学生が活発に交流を図って
います。
G スクエアの最大の特徴は学生
が主体となって日々の活動を企
イベント“Farewell Party”の様子
画・運営しているところです。
例えば語学自主学習グループ “Language Lab（ランラボ）
” や交流イベ
ント“Japan Day”、“グローバルカフェ”は学生スタッフが企画していま
す。
全てのイベントは事前申し込み不要・参加費無料です。
国際交流・
語学学習に興味のある方は是非 G スクエアをご活用ください。
詳細は国際センター、G スクエアで配布しているパンフレットや各種
SNS でもご確認頂けます。
問い合わせ先
gsquare-grp@g.chuo-u.ac.jp

Q 実際に留学に行った人に話を聞きたいです。
A 国際センターには留学報告書が置いてあります。2017年度以降の
分についてはmanabaでも閲覧できます
（登録制）。登録を希望する
方は、下記フォームから登録してください。
また、国際センター主催で
行う留学制度説明会などに留学経験者を招いて体験談を話しても
らうこともありますので是非積極的に参加してください。

https://forms.gle/m6izgkC4bRFyq6ko6

国際センター（中央大学多摩キャンバス１１号館2階）
●国際センターでできること
・長期（交換•ISEP・認定）留学相談
・短期留学相談
・外国語講座相談
・TOEIC割引受験申込

・奨学金相談
・留学体験記閲覧
・協定校パンフレット閲覧
・留学に関する書籍閲覧

●お問い合わせ先
SNSへの
アクセスは
こちら

9：30～11：30、
12：30～17：00
042-674-2211
inq-grp@ｇ.chuo-u.ac.jp
＊後楽園キャンパスでは留学相談員が理工学部
事務室に常駐（月～金、窓口開室時間内）して
います。
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国際センター

国際センターを利用しよう！
国際センターでは、長期（交換・ISEP・認定）留学や短期留学、外国
語講座、
TOElC 割引受験、
国際交流イベントなどを実施・運営しています。
その他、
中央大学に在籍している外国人留学生の生活支援をしています。
「留学したい！」
「語学力を向上させたい！」など、相談があればお気軽に

❷ ISEP（アイセップ：1年間または1セメスター）
本学の許可を得て、56か国 343 大学以上の高等教育機関のネットワークを
有する1979 年に米国で設立された世界最大級のコンソーシアムであるISEP
（International Student Exchange Programs）加盟大大学に留学する制
度です。募集時期及び選考方法は交換留学と同様です。学内応募の際、交換
留学協定校との併願が可能です。

国際センターをこ利用ください。

❸ 短期留学（1ヵ月程度の留学）

国外留学を実現するために
●中央大学の留学制度
①
②
③
④

長期留学
（交換留学·認定留学：1年間または1セメスター）
ISEP
（アイセップ：1年間または1セメスター）
短期留学
（1ヶ月程度の留学）
学部独自の海外派遣プログラム

近年では様々なタイプの「留学」があります（語学研修、長期留学、海外での大
学・大学院での学位修得等）。さらには海外ボランティアやインターンシップ等、
大学の枠にとらわれないプログラムもありますので、自分の目的に合ったプログ
ラムを選びましょう。

短期留学プログラムは協定校で実施される研修参加とその事前準備としての
中央大学における前期授業（週1回）または事前研修•事後研修に参加するプ
ログラムです。修了した場合、中央大学の授業科目としての単位（4単位または
2単位）
が付与され、
毎年250名～300名の学生が参加しています。

交換留学と認定留学の制度があります。
詳しく知りたい方は、
「STUDY ABROAD GUIDE BOOK（国外留学の手引き）
」
をご覧ください。国際センターや学部事務室等で配布しています。

●中央大学の制度により留学するメリット
（❷ ISEP
（アイセップ）
での留学にも適用されます）

A）単位認定
留学先で修得した単位を中央大学の卒業単位として認定することができます。
B）継続履修
アメリカ・イギリスのように9月から留学を開始する場合、留学開始年度
の前期授業期間と留学終了年度の後期授業期間の中央大学での授業履修
を継続させることができるため、在学中に留学しても合計 4 年間で卒業す
ることが可能です（学部・専攻による）。
C）長期留学支援奨学金
中央大学の留学制度を利用して長期留学（交換留学・認定留学・ISEP）
をする学生が申請できます。詳細は2022 年 9月に配布される募集要項を
確認して下さい。

国外留学を目指す皆さんにとって、欠かすことのできない語学力強化。国際セ
ンターでは、春季・夏季休暇中と授業期間中（前期・後期）にさまざまな課外
講座を実施し、自慢の講師陣が豊富なノウハウをもとに、みなさんの語学学
習を徹底的にサポートします。中大生のみなさんは、大学の補助により低価
格の受講料で受講することができますので、留学、資格取得、海外インター
ンシップ、就職活動などに是非お役立てください。

●2022年度外国語講座スケジュール
春学期
はじめての

TOEFL・IELTS
TOEFL
講座

IELTS
講座

TOEIC 講座

夏期集中

秋学期

春期集中

TOEFL 講座

TOEFL
直前対策

TOEFL・IELTS

IELTS 講座

IELTS
直前対策

TOEIC 講座

TOEIC 講座

●短期留学プログラム
接客英会話

夏季プログラム

募集時期：派遣年3月下旬～4月上旬

リーディング
& ライティング

TOEFL
講座

IELTS
講座

TOEIC 講座

英語面接対策

プレゼン・ディスカッション
ビジネスイングリッシュ

カリフォルニア大学デイビス校
（アメリカ）

オンライン英会話

シェフィールド大学
（イギリス）

●2022年度開講講座

ウィニペグ大学
（カナダ）
スウィンバーン工科大学
（オーストラリア）

講座
TOEFL 講座

エクス•マルセイユ大学
（フランス）
IELTS 講座

檀国大学
（韓国）
淑明女子大学
（韓国）

TOEIC 講座

慶熙大学
（韓国）

春季プログラム

はじめての

スタディサプリ ENGLISH TOEIC®L&R テスト対策

テュービンゲン大学
（ドイツ）

❶ 長期留学（１年間または1セメスター留学）

資格取得・スキルアップ講座について

募集時期：派遣前年9月下旬～10月上旬

ハワイ大学マノア校 NICE
（アメリカ）
オークランド大学
（ニュージーランド）
スウィンバーン工科大学
（オーストラリア）

短期留学プログラムはーか月という短い期間ですが、異文化体験を通して
自己を発見し、視野を広げることのできる絶好の機会です。
みなさんの参加をお待ちしています！

❹ 学部独自の海外派遣プログラム
中央大学では、国際センターが実施している海外派遣プロ
グラムの他に、各学部等でもプログラムを実施しています。
詳細は各プログラムの取扱窓口へお問い合わせください。

オンライン講座
4技能スキルアップ講座
実践トレーニング講座

内容
留学するために必要な、TOEFL または IELTS 試験の問題形式と
テスト傾向を把握し、スコアアップに必要なスキルの取得と、留
学後も役立つ英語力を養うことを目的とした講座です。
TOEIC 演習問題を解きながら、TOEIC 必須の語彙、語法、文法
等を学び、英語力を養うとともに、TOEIC の攻略法を身につけ
る講座です。
「スタディサプリ ENGLISH TOEIC®L&R テスト対策」・「DM
M英会話」を中大生割引価格で提供します。
上記の他に、英語4技能別対策、英語プレゼンテーション、英
語ディスカッション、英語面接対策、接客英語、ビジネス英語
など、さまざまな講座の開講を予定しています。

＊受講料（5,000円～16,000円）や開講時期は講座毎に異なりますので、詳細は国際セン
ター窓口またはウェブサイトよりご確認ください。

●TOEIC®L＆R公開テスト 割引受験申込手続
就職活動やインターンシップ申込みの際に、TOEIC スコアが必要となる場合が
多い現状を踏まえ、国際センターでは年間を通して、一般の受験料（7,810 円
税込）よりも安い特別価格（6,710 円税込）で TOEIC®Listening ＆ Reading
公開テストを受験することができる団体一括受験申込制度を導入しています。
バウチャーコードの利用により、全国のテスト会場で、特別価格にて公開テス
トを受験することができますので、是非積極的にお申込みください。
問い合わせ先
中央大学国際センター 資格試験・外国語講座担当
ic-gogaku-grp@g.chuo-u.ac.jp
042-674-2221
https://www.chuo-u.ac.jp/international/english_lecture/

